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信頼される商品を食卓へ！信頼される商品を食卓へ！
機関紙

「親子体験スクールin清川」では７月に収
穫祭を行う予定でしたが、新型コロナウイ
ルス感染拡大と雨の影響により、４月に植
えた夏野菜の収穫ができませんでした。
そのため、７月24日（土）と31日（土）に
（株）夢ファームおおいたの取り計らいで
ハウスでミニトマトの収穫を行いました。
秋に収穫予定のさつまいも等は順調に
育っています。秋の収穫はできるといい
なぁ。

コープおおいたは組合員のみなさまが安心してご利用できるように、従業員一同、健康管理に十分留意して事業を行います。

生活協同組合コープおおいたは由布市と７月８日（木）、別府市と８月26日（木）に包括連
携協定を締結しました。コープおおいたが自治体と締結する包括連携協定としては、県内
で９例目と10例目になります。

生活協同組合コープおおいたは由布市と７月８日（木）、別府市と８月26日（木）に包括連
携協定を締結しました。コープおおいたが自治体と締結する包括連携協定としては、県内
で９例目と10例目になります。

この協定に基づき有事の際の支援をはじめ、平時の際にも高齢者や子育て中の方への支援
を進めてまいります。
この協定に基づき有事の際の支援をはじめ、平時の際にも高齢者や子育て中の方への支援
を進めてまいります。

締結式の中で由布市市長の相馬 尊重様より
「包括連携協定を結び、今後も災害支援や高齢
者の見守り、子育て環境の充実など幅広くお力
添えをいただき感謝申し上げます。」と挨拶さ
れました。
コープおおいた代表理事理事長の青木 博範は
「コープおおいただけで地域の抱える様々な課
題解決ができるわけでもなく、そのための包括
連携協定であり、由布市と連携して地域のため
に役立つ活動をしていきたい。」と述べました。
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に役立つ活動をしていきたい。」と述べました。

締結式の中で別府市市長の長野 恭紘様より
「地域に根差したコープおおいたと包括連携協
定を結ぶことでお互いの強みを活かし、アドバ
イスをいただき市民のために取り組みを加速
していきたい。」と挨拶されました。
コープおおいた代表理事理事長の青木 博範は
「SDGsで掲げられている誰一人取り残さな
い、誰もが安心して住み続けられる街づくりを
別府市と一緒に、われわれがその一助となれる
ように取り組みたい。」と述べました。
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（１）災害時の支援に関すること
（２）高齢者の見守り・買い物支援に関すること
（３）子育て支援に関すること
（４）環境保全・地場産品の販路拡大に関すること
（５）その他、連携が必要と認めること

コープおおいたの産直たまご「産直平飼い卵 有精卵」「産直平飼い豊の米卵」の商品名を変
更いたします。
商品開発時、鶏卵公正取引協議会の文言を検討しアニマルウェルフェア（AW）対応の大型
ケージ内で自由に運動できる面積を確保した飼育方法は、「平飼い」の定義に合致するもの
と判断をいたしました。しかし数年が経ち、鶏卵公正取引協議会より、「平飼いは地面、板張
り、スノコの上が基本。条項内に記載はないが、金網床のケージ飼いは平飼いとは見なされ
ない。平飼いとして販売することは将来的に差し支えがでる可能性がある」とのアドバイ
スを受けました。そのことを受けまして、商品名を変更することになりました。
なお、商品の「たまご」「飼料」「飼育方法」の変更はございません。
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「ウェルフェア」は「幸福」もしくは「幸せ」、「健やかに暮
らしている状態」のことです。「アニマルウェルフェア」
とは「快適性に配慮した家畜の飼養管理」を意味します。
感受性を持つ生き物としての家畜に心を寄り添わせ、誕
生から死を迎えるまでの間、ストレスをできる限り少な
く、行動要求が満たされた、健康的な生活ができる飼育
方法をめざす畜産のあり方です。結果として、生産性の
向上や安全な畜産物の生産にもつながることから、農林
水産省は、アニマルウェルフェア（動物福祉）の考え方を
踏まえた家畜の飼養管理の普及に努めています。
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向上や安全な畜産物の生産にもつながることから、農林
水産省は、アニマルウェルフェア（動物福祉）の考え方を
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新商品名のインパックラベルは、
９月４週［９月20日（月）］
配達分よりお届けします。

包括連携協定 締結済み地域
大分県 ・ 大分市 ・ 杵築市 ・ 豊後大野市 ・ 臼杵市 ・ 日田市 ・ 日出町 ・ 玖珠町

●７月８日（木） 由布市と協定締結式

由布市の相馬 尊重市長（右）と
コープおおいた代表理事 青木 博範理事長（左）

別府市の長野 恭紘市長（左）と
コープおおいた代表理事 青木 博範理事長（右）

（１）地域・暮らしの安全・安心に関すること
（２）地域の見守り・声掛に関すること
（３）買い物支援に関すること
（４）防災と災害時の支援に関すること
（５）健康づくりに関すること
（６）障がい者の雇用に関すること
（７）子育て支援に関すること
（８）市産品、農林水産物及び加工品の販路拡大に関すること
（９）ボランティア活動の支援に関すること
（10）その他地域住民サービスの向上及び地域社会の活性化に関すること

別府市とコープおおいたとの包括連携協定締結項目

由布市とコープおおいたとの包括連携協定締結項目

●８月26日（木） 別府市と協定締結式

「包括連携に関する協定」を
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「アニマルウェルフェア（AW）」とは？
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産直たまご
商品名変更のお知らせ
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産直たまご
商品名変更のお知らせ



７月のコープおおいた

９月・10月の主なスケジュール
  ９/10（金） 産直認証会議
  ９/13（月） 常勤理事会
  ９/17（金） 組合員理事協議会
  ９/24（金） 理事会
10/11（月） 常勤理事会
10/15（金） 組合員理事協議会
10/21（木） 組合員の声を活かす委員会
10/22（金） 理事会

くらしの知恵袋

●組合員数…180,047世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,604,889千円
出資をもとに生協の運営を行います。

パズル・くらしの知恵袋　応募方法

郵便ハガキ、eメール、応募専用フォームに「パズル
の答え」と❶住所、❷氏名、❸年齢、❹組合員番号［組
合員番号は８桁の数字で、組合員カード（Cataro
カード）・注文用紙・納品書に記載しています。］、❺
『虹のたより』への感想や「くらしの知恵袋」などお
寄せください。ペンネームでの記載をご希望の方
は、あわせてご記入ください。いただきました感想
や「くらしの知恵袋」を広報物に使用させていただ
くことがございますので、ご了承ください。なお、ご
記入いただきました個人情報は他の目的で使用しま
せん。パズルの正解者10名の方には「　  簡単まぜご
飯の素２種セット」をプレゼントします。正解者多
数の場合は、抽選となります。「くらしの知恵袋」が
採用された方には「 　かにと貝柱のスープ」をプレ
ゼントいたします。

当選者は、下記に掲載しています。

７・８月号  シークワーズ
答え 「おしだし」

10月16日（土）

〒870-0278  大分市青崎１-９-35 
コープおおいた 『虹のたより』コープパズル係まで
●eメール：niji@oita.coop
●締め切りは10月16日（土）［当日消印有効］です。

あ
て
先

▶
専用フォームでの

応募が
可能となりました。
郵便ハガキ・eメールで
ご応募も可能です。

くらしの知恵袋

古紙類の回収量
（牛乳パック・カタログなど） 卵パックの回収量 プラスチックトレーの

回収量（店舗のみ） マイバッグ持参率 ペットボトル
キャップの回収量

集品袋・カタログ
セット袋の回収量

廃油の回収量
（店舗のみ）

319,636kg 1,693kg 約718.4kg 88.3% 約438kg 約2,362kg 約14,409ℓ
7月までの
リサイクル回収実績

2021年4月から

７・８月号パズル当選者 当選者（順不同）以上の皆様でした。   （別府市）ちえりさん  （臼杵市）ともさん  （大分市）えっさんサンさん、ともママさん、みかんさん、りーさん、相良由佳里さん、黒田照世さん  （由布市）あかねさん  （中津市）高畑美恵子さん

ごどうふの豆乳をアイスコーヒーにかえて作っ
てみました。鍋にアイスコーヒー400cc、砂
糖100g、片栗粉70gを入れて、木べらでねり
ながら弱火で加熱します。生地がもったりして
半透明になったら、火からおろして、ぬらした
スプーンですくい、きな粉にまぶしてできあが
りです。　　　           （宇佐市：桐田久美さん）

「子育て満足度日本一」を掲げる大分県の子育て支援の取り組みを知り、子育てをしている
中で感じている不安や悩みを共有することを目的に「大分県との子育て交流会」を毎年開
催しています。
はじめに、大分県福祉保健部こども未来課 子育て支援班 課長補佐（総括）樋口 佳子さんよ
り、出会いから結婚、妊娠・出産、子育てまで多岐にわたる子育て支援と、子育て世代の方に
役立つ情報等をご報告いただきました。
その後、４つのグループに分かれて、子育ての「喜び」「悩み」「県に期待すること」を出し合
いました。子育ての喜びや悩みは皆さん共通のようで、グループワークは大変盛り上がり
ました。「子どもを気軽に預けられて息抜きできる場所がほしい」「子育てや保育園につい
て気軽に相談したい」「おむつ交換ができる場所がもっと増えてほしい」等、現役の子育て
ママが抱える悩みがたくさん出されました。

７月27日（火） 参加者：12名
J：COMホルトホール大分 「302会議室」
７月27日（火） 参加者：12名
J：COMホルトホール大分 「302会議室」

「大分県との子育て交流会」「大分県との子育て交流会」

７月23日（金） 参加者：大人13名、お子さん22名７月23日（金） 参加者：大人13名、お子さん22名

読み聞かせオンラインイベント第２弾は夏休み中ということもあり、たくさんの方にご参
加いただき楽しい時間を過ごしました。
今回は七夕にちなんだプログラムで開催し、お話の時には画面を食い入るように見てくだ
さったり、一緒に「たなばたさま」の歌を歌ったり、手を動かしたりして楽しそうにしてい
るお子さんもいらっしゃっいました。
工作タイムはお家にある物で簡単にできる「ヨーヨー」を作りました。新聞をビリビリ破っ
て袋に入れたり、皆さん楽しみながらあっという間にできあがり、早速遊んでくれていま
した。40分という短い時間でしたが、最後は皆さん「七夕の話が聞けて良かった」「楽し
かった！」と喜んでくださっていました。
次回の読み聞かせオンラインイベントはクリスマス会です。たくさんのご参加をお待ちし
ています。

「おうち●たなばた会」「おうち●たなばた会」dede

８月７日（土） 参加者：大人８名、お子さん８名
CO･OPふらいる２階  「多目的ホールAB」
８月７日（土） 参加者：大人８名、お子さん８名
CO･OPふらいる２階  「多目的ホールAB」
大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター協力

®
「レゴ

®
ブロック×防災体験教室」
®

「レゴ
®
ブロック×防災体験教室」

台風や集中豪雨、地震等の自然災害が毎年のように発生している昨今、お子さんにも災害
を身近に感じていただこうと、レゴ®ブロックを使って、プログラミングを行う新しい形の
防災教室を大分大学 減災・復興デザイン教育研究センター センター長の小林 祐司さんを
講師に迎えて開催しました。
水門を閉めるプログラミングを行うときは「どんな音や色でみんなに知らせたらいいだろ
う」と考えたり、地震の揺れを想定したモーターを動かすプログラミングを行ったときは
「地震に強い家の構造はどの形だろう」と考えたり、災害について楽しみながらも気付き、
学んでいたようでした。その他にも地震に備え、重いものは下に軽いものを上に置くこと
や、日頃から少しずつ多めに食品を備えておく「ちょっと防災」の考え方などを教えていた
だきました。いざというときどんな行動をとろうか、自分の家や住んでいる地域のこと、災
害の備えは大丈夫かと、家族で話し合うきっかけづくりになったようでした。

2021年度 募金番号のご案内
１口100円の募金番号 2 8 2 3

１口1,000円の募金番号 2 8 4 3

下記の募金については、宅配注文書を通じていつでも募金ができます。
引き続き、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

１口100円の募金番号 2 8 2 0

１口1,000円の募金番号 2 8 4 0

１口100円の募金番号 2 8 5 0

１口1,000円の募金番号 2 8 6 0

１口100円の募金番号 2 8 5 1

１口1,000円の募金番号 2 8 6 1

ユニセフ
募金

福島復興
支援金

平和活動
募金

ふくしまっ子
応援

プロジェクト
募金

3,473,654円※1

2020年度
各種募金状況
2020年度

各種募金状況 1,656,092円
ユニセフ募金ユニセフ募金

3,700円

6,504円
平和活動募金平和活動募金

ふくしまっ子応援プロジェクト募金ふくしまっ子応援プロジェクト募金福島復興支援金福島復興支援金 ハンガー・フリー・ワールド支援募金ハンガー・フリー・ワールド支援募金
2,071,669円※2

※1：「福島復興支援金」は募金、宅配の復興支援企画、店舗の「ふくしまの日」等の合計金額です。
※2：「ハンガー・フリー・ワールド支援募金」はハガキ等の換金実績です。

「東ティモールにおける新生児と母親のためのコミュニティ保
健ケアの改善」プロジェクトに寄付します。

「平和のつどい」等、平和の大切さを次世代につないでいくため
の活動に充当します。

東日本大震災以降、継続して取り組んでいる福島の復興支援活
動に充当します。

東日本大震災以降、福島在住の子どもたちを九州に招く取り組
みに充当します。

各種募金状況のお知らせ各種募金状況のお知らせ
2020年度にお寄せいただいた各種募金金額は、下記の通りです。
お寄せいただいた募金は関係機関の団体を通じて、災害復興支援や飢餓、貧困、平和などの
活動に役立てられています。皆様の温かいご支援、誠にありがとうございます。


